
今週のみことば  

しかし、主人にはもう一人、愛する息子がいた。彼は
『私の息子なら敬ってくれるだろう』と言って、最後
に、息子を彼らのところに遣わした。  （マルコ12:6） 
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      合同礼拝 11:00 

司 会 
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三上隆史執事 
関口美彩江姉 
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祈 り 

主の祈り 
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聖書交読 
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聖書朗読 

 
説  教 

 
会衆賛美 

 
献 金 
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頌 栄 
祝 祷 
後 奏 

神はそのひとり子を 

(高波晋一編曲) 

新聖歌 89 神は独り子を（1 節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826 参照 

 

イザヤ 5:1-4 
新聖歌 382 心から願うのは （5 節） 

 
マルコ 12:1-12 

 
「父からの最後の使者」 

小野信一牧師 
新聖歌 91 それ神はその独り子を   

 
一 同 

 
新聖歌 60 

小野信一牧師 

受 付 

 

アッシャー 

（中央）更科敏彦兄 佐々木義男兄 

（丘の上）清瀬徹兄  （庄和）安藤博兄 

（中央） 金子瑠美姉 

お知らせ 

１．  

 
私たちは愛しています。神がまず私たちを愛し

てくださったからです。（Ⅰヨハネ4:19）    

2021 年度のみことば 

ふれ愛サンデー 
中央会堂 7:00pm 

「父からの最後の使者」 
マルコ12:1-12 

説教：小野信一牧師 

お知らせ 
１． 本日は、3 会堂合同礼拝＜同時配信オンライン合同礼拝＞をささげます。中央、丘の上、

庄和の 3 会堂に集まり、またオンラインによって共に礼拝をささげます。 
２． 本日、「青年交流ボウリング大会」が 13:30 から行われます。 
３． 来主日は、中央・丘の上・庄和の 3 会堂での主日礼拝および JY 礼拝がささげられます。 
４． 6 月 28 日〜29 日に、日本福音自由教会教役者会総会が開催されます。 
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7 月の合同礼拝は、「オンライン聖書講演会」として行います。 

7 月 18 日に、早矢仕宗伯先生をメッセンジャーとしてお迎えします。 

ELC の生徒さんやそのご家族、幼児園関係者をはじめ、教会の周囲の方々（拡大伝道ビジョンで言う

ところの「好意者」や「協力者」の方たち）にご案内できるように、祈りつつ備えましょう。 

 

 

7月のオンライン聖書講演会のお知らせ 

 

オンライン聖書講演会 

テーマ： 

「聖書から見る今の時代 〜どう生きるか〜」 
2021年 7月 18日（日）11:00より 

春日部福音自由教会中央会堂にて 

 

※同時配信オンライン合同礼拝として行います。 

中央会堂（最大 50名）、丘の上会堂、庄和会堂にて、また YouTubeでオンラインによっ

てご参加いただけます。 

講師：早矢仕宗伯師 ＜「New Creation Arts Movement イエスの風」 牧師画家＞ 

 

2021年、コロナウイルス感染症への対応がなお続いています。 

「目の前」のはずの東京オリンピックさえ、果たしてどうなるのか、見通しが立たない状況

に、不安や苛立ちや、いろいろ感じるのではないでしょうか。 

2020年から、私たちお互いの生活や世界への見方、いのちの捉え方が揺さぶられているよ

うに思います。 

一堂に会しての集まりはまだ行うことができませんが、昨年スタートした YouTube同時配

信を活用して、「オンライン聖書講演会」を計画しました。 

ともに、“今の時代”と、“どう生きるか”を考えるひとときとなればと願い、ご案内させてい

ただきます。講師として早矢仕宗伯師をお迎えします。 

どうぞご参加下さい（会堂での参加も、オンラインでの参加も可能です）。 

 

早矢仕宗伯（はやし・ひろたか）師 プロフィール 

「New Creation Arts Movement イエスの風」牧師画家 

フリーランス牧師画家 (https://www.windofjesus.com) 

https://www.windofjesus.com/
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京都出身｡18歳の時､イエスに出会い､その生き方に

憧れ､イエスの Follower(クリスチャン)となる｡ 

大学卒業後､出版社にてグラフィックデザイナーと

して勤めた後､1993年から日本福音自由教会の牧師

として埼玉､東京の教会で働く｡ 

2017年､フリーランス牧師画家となり活動を開始｡

アート､生き様を通してイエスを表現し､神の国の訪れ

を宣べ伝えようと奮闘中。 

聖書宣教会聖書神学舎卒業(1993年)｡イエズス会無

原罪母修道院・霊的同伴者養成研修 1､2修了(2019､

2021年)｡上智大学グリーフケア研究所グリーフケア人材養成講座にて研修中(2021年 4月〜)｡ 

現在､キリスト教放送局 FEBC｢Session~イエスの Tuneに合わせて｣番組担当 

(http://netradio.febcjp.com/category/music_talk/sess/) 

 

 

 

当日の視聴方法：YouTubeアドレス 以下のプレイリストアドレスから 7月 18日の日付を選択

してご視聴下さい。（毎週日曜日 11:00からの礼拝の同時配信のプレイリストです） 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy-0mPJ7oo4ZWFmQm-J3QYeOz40eAheb 

短縮アドレス =https://bit.ly/3bTt46d 

 

 

 

  

 
●福祉委員会 梅雨時期の健康が守られますよう
に。コロナと熱中症に注意！ 
●音楽委員会 聖歌隊がオンラインでの練習を開始
しました。指導者と聖歌隊員のためにお祈りください。 
●社会委員会 6/23 は沖縄慰霊の日です。沖縄
の人々の平和の為に祈りましょう。 
●ELC  これまで受講された方も含め、主の救いの
御業がなされますように。 

一週一祷 
●伝道・教育委員会 オンライン配信のために労
してくださる兄姉が祝福されますように。 
●教会学校委員会 子どもたち・中高生たちの保
護者の方が神様からの御助けと御導きをいただく
ことができるように。 
●めぐみ幼児園 24 日（木）は「英語であそぼ」で
す。めぐみ幼児園を求めている親子とお会いする
時となりますように。 
●会計委員会 将来の会堂建設への良き備え
ができますように。 

http://netradio.febcjp.com/category/music_talk/sess/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy-0mPJ7oo4ZWFmQm-J3QYeOz40eAheb
https://bit.ly/3bTt46d
https://bit.ly/3bTt46d
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           今週の予定 

本日 
6/20（日） 

11:00 オンライン合同礼拝 
13:00 庄和 LSC 
13:00 聖歌隊練習 
13:30 青年集会 
19:00 ふれサン 

6/21（月） めぐ幼：代休 

6/22（火） 10:00 庄和会堂聖書を読む集い 

6/23（水） 
14:30 中央奉仕日 
19:30 水曜祈り会（小野師） 

6/24（木） 

10:30 めぐ幼：英語であそぼ 
10:30 中央祈り会（山田師） 
10:30 丘の上祈り会（信徒） 
10:30 庄和祈り会（小野師） 
20:00 丘の上祈り会（山田師） 

6/25（金）  

6/26（土） 
14:00 中央小グループ 
19:30 庄和牧師・執事ミーティング 
わくわくスタッフ会（MEBIG セミナー参加） 

来聖日 
6/27（日） 

9:00JY 礼拝、庄和礼拝 
11:00 中央礼拝、丘の上礼拝 
 丘の上:コイノニアデー/信徒会 
19:00 ふれサン 

39 中央午前 9 中央幼 5

16 中央水曜 3 中央小 8

15 丘上午前 - 丘の上 2

中 1 〃 午後 5 庄和 4

高 1 庄和午前 - わくわく 13

大人 5 庄和午後 - ＥＬＣ -

4 書道 -

37

118 合計 17 合計 32

庄和

JY

ふれサン

家で礼拝

合計

丘の上

先週(6/13-6/21)出席人数

礼拝 祈り会 LSC

中央


